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＊印刷は富士ゼロックス熊本㈱様のご協力を頂きました

令和3年度理事会報告及び総会書面表決について SON・熊本理事長 潮谷義子

私たちの総会は、皆様方の多様なご意見をお伺いしながら次年度につなげていきたいという思いを

持っております。しかしながら、コロナ禍のなかでみんなで集まるというリスクを考え、書面でご意見

等をお伺いするという形式にさせていただきました。

皆さまのご了解・ご協力に心より感謝申し上げます。

ここで理事会自体は成立させることができましたことを、ご報告致します。理事の皆様には「20

20年SON・熊本の活動報告」のDVDをご覧いただきました。私たちは現場におりますと、アスリート

の皆さんのエネルギーをいただき、彼らから感動をいただき、そして彼ら自身の豊かな感性に出会い

ます。私たちはこの組織に携わっていて、なにかSOのために、という思いがありますけれども、むし

ろ彼らと触れ合うことによって得ているところがたくさんある、ということを痛感するところです。

今後とも、日本で初めてSO活動を立ち上げた、このスペシャルオリンピックス日本・熊本が持続

発展していきますよう、どうか一層のご支援ご協力をよろしくお願いいたします。

令和3年2月7日（日）、国際交流会館で、第１回SON・熊本理事会を開催しました。潮谷理事長は

じめ、理事27名・監事2名の内、リモートでの参加者を含め19名が出席し、審議を進めました。

今年度は特に財務基盤の安定化を喫緊の課題と認識し、SON・熊本に関わる人的・物的資源の発掘

と活用に努め、体制を強化することにしました。

コロナ禍の中、理事、監事それぞれの立場からアスリートやコーチの皆さんへの激励の言葉や熊本

の活動への感想、財務、スポーツプログラムなどについての活発な意見交換がありました。

～新しく就任された理事～ どうぞよろしくお願いいたします。
〇宮尾千加子さん（熊本県立美術館館長、前熊本教育長）※担当：ボランティア・総務
〇鳥崎一郎さん（熊本市公区社協連絡協議会事務局長、大江校区社会福祉協議会会長）
※担当：地域連携

〇本田禎治さん（元熊本日日新聞社）※担当：広報



２

理事会式次第のその他で、ブランチ認証状授与に
ついて副ブランチ長で理事の萩嶺さんから説明があ
りました。
「各ブランチにおいて、SOの活動を展開すること

を認めるには、SON・熊本の規定に従い活動すること
を改めて認識して頂きました。併せて年度末には、
自己評価表の提出をお願いするつもりでいます。」

（副ブランチ長：萩嶺淨円）
感謝状とブランチ認証状は送付することを皆さん

の了承を得ましたので、さっそく送付しました。
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～総会～

理事会終了後、初めての書面表決での
総会となりました。
皆さまのご協力により、SON・熊本の定

款に定められている、会員の２分の１以
上の議案への賛同を得ましたので、この
一年間の活動がスムーズに運べるように
していきたいと思います。

認定特定非営利活動法人 スペシャルオリンピックス日本・熊本
令和3年度第1回理事会報告 菅正康副理事長

新型コロナ感染の終熄が未だ見えないなか，定期理事会が今年度始めて開催されました。今回は諸般の事情

により総会決議が後日、書面により実施されたことを報告します。理事会では、昨年１１月に認定 NPOの

５年間継続認定を受け，地域社会での一層の信頼とご支援を受け、SOの使命をしっかりと果たすために理

事会機能の強化とともに事業執行・運営の有効化と円滑化をはかることになりました。そのために理事会の

もとにスポーツプログラム部会、運営部会及び合同部会に事業を大別し、いままでの各委員会はその３部会

の統括のもとに機能を果たして頂くことになりました。また、宮尾千加子さん、鳥崎一郎さん、本田禎治さ

んの３名に新規理事としてご活躍願うことなりました。どうかよろしくお願いいたします

神奈川県のイベントには、熊本から馬術プログラムの吉田 彩さ
んだけでしたが、たくさんの広島のアスリートや北海道からの参加
がありました。Nの宍戸さんや岩沼SP委員長も参加されました。
＜参加しての感想＞「ダンスは少し難しかったけど、いろんな地区
のアスリートと一緒に踊れて楽しかったです！ （吉田 彩）

＜神奈川馬術主催のみんなでダンス❣＞

理事長から、感謝の気持ちをお伝え
いただきました。

＜感謝状贈呈 三菱UFJ銀行様＞

昨年11月に開催された「講演会とシンポジウム SDGｓ“誰ひと

り取り残さない地域社会をめざして”」に、三菱UFJ銀行課長の細川

浩志さんと数人の行員の方々がご参加いただき、中村勝子さんの熱

い思いとアスリートの皆さんが頑張ってるいる姿にとても感動な

さったとお聞きしました。その後すぐ、本社が募集した社会貢献活

動プロジェクトで、細川さんが講演会の内容やSON・熊本の活動を

プレゼンをされた結果、SON・熊本が寄付金贈呈先に選ばれたそう

です。

植木ブランチの緒方
愛さんがデザインした
キリンの絵が、職場で
もある「るぴなす」の
車にプリントされま
た！
この「るぴなす号」

を街中で見かけること
があるかと思います。
楽しみですね❣

講演会参加してコーチに

昨年の講演会に参加してコー
チボランティアを希望された、
大塚雄子さんが初めて熊本の
ボウリングプログラムに参加し
ました。
アスリートと一緒にプログラ

ムを楽しんだ大
塚さんは「皆さ
んとてもお上手
なので驚いてい
ます。アスリー
トの皆さんから
元気と笑顔を頂
いて嬉しく思っ
ています」と笑顔をみせていま
した。

ご寄付を頂いた、三
菱UFJ銀行藤岡了
支店長と細川さんに
潮谷理事長と世良理
事が伺い、感謝状を
贈りました。
（令和3年3月5日）
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  　　  〈アスリートの方〉1.希望プログラム名　2.氏名（ふりがな）3.年齢（学年）　4.性別　　5.住所・電話番号
         　 　　　　　　　 　6.同意書の有無　　7.メディカルチェックの有無　　8.同プログラム参加経験の有無　　

　　　   〈コーチの方〉 1.希望プログラム名　2.氏名（ふりがな）　　3.年齢（学年）　4.会員・賛助会員・非会員

　　　※ご確認のうえ期日に遅れないようお申込み下さい。プログラム途中からの参加はできません。
　　　※プログラムに参加されるコーチ・アスリートの方は必ず保険の加入をお願いします。（毎年4月更新）
　　　※保険未加入での参加はできませんので見学となります。
　　　※ボランティアの方についても保険加入をお勧めいたします。手続は事務局または説明会にて。
　　　※説明会は、必ずご参加下さい。 説明会には写真（スナップ可）をご持参下さい。

3月10日現在

FAX FAX FAX FAX FAX 

3

チーフコーチ 池邊　由美子前田　美恵子明瀬　敬二

中川さおり

馬場　　朋子

コーチトレーニング プログラム初日 プログラム初日 プログラム初日

マネージャー

説明会
3/28（日）14：00～

SON・熊本事務局
とZoom

申込先

申込締切 3/27（土）4/23（木）

熊本ブランチ
事務局　宛

〒860-0001
熊本市中央区千葉城町
5-50
熊本メディアビル　４
階

096-288-2782

熊本ブランチ
事務局　宛

〒860-0001
熊本市中央区千葉城町
5-50
熊本メディアビル　４
階

096-288-2782

熊本ブランチ
事務局　宛

〒 864-0004
荒尾市宮内785

期　日
4/4～6/6

（日曜日）全9回

5/8～7月中旬

（土曜日）うち8回

4/11～11/28

（日曜日）全16回

4/4～6/27

（日曜日）全8回

認定特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・熊本　　　         　　     　　　

         スポーツプログラムのご案内 2021

　                          9.これまで経験のあるプログラム　　10.保険加入の有無　　11.会員・賛助会員  

【荒　尾】
テニス

場　所 荒尾市テニスコート

【熊　本】
バドミントン

参加費
200円/回+会場負

担金

【熊　本】
馬術（ブリティッシュ）

【熊　本】
自転車

時　間

定　員

【荒　尾】
フライングディスク

4/11～6/13

（日曜日）全9回

小岱作業所

200円/回+会場負
担金

15：00～17：00

なし

19：00～21：00

10名

長嶺中学校
かもしくは

サンライフ熊本
ライディングパーク HAW

14：00～16：00

200円/回

10：30～12：00

3/28（日）14：00～4/26（月）19：00～

熊本競輪場

10：00～12：00

東宮内公民館

3/25（木）

なし

096-288-2782

〒860-0001
熊本市中央区千葉城町5-
50
熊本メディアビル　４階

なし

200円/回

4/4（日）11：00～

SON・熊本事務局

3/28（日）

3～6名

200円/回+2,310円

4/4（日）13：00～

ライディングパーク
HAW

4/1（木）

東宮内公民館

プログラム初日

田島　光枝

荒尾ブランチ
田島　千尋　宛

〒 864-0004
荒尾市宮内785

荒尾ブランチ
田島　千尋　宛

0968-63-0388 0968-63-0388

※新型コロナのリスクレベルにより中止となる場合があります。

中止の場合は、一斉メールでご連絡致します。HPにも掲載いたしますのでご確認ください。

※その他のプログラムが再開する場合は随時、一斉メール、ホームぺージ等でお知らせします。
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FAX FAX FAX FAX

0965-37-8016 0966-63-6904

   （アスリートの絵：

山長すすむ）

（アスリートの絵）

会場の都合上、開催中止
【御船】
ボッチャ

【八　代】
陸上

4/4～6/13

（日曜日）全8回

なし

県営八代運動公園

10：00～12：00

【熊本】
テニス

3/27～4/24 17:00～19:00 ファミリア浜線店

熊本県身体障がい
者福祉センター

3/28（日）11：30～ 4/25（日）11：30～

吉松小学校 吉松小学校

申込締切 3/25（木） 4/22（木）

申込先

植木ブランチ
緒方　初美　宛

植木ブランチ
緒方　初美　宛

参加費 200円/回 200円/回

マネージャー

コーチトレーニング プログラム初日

吉山　美紀 岡本　雅美

プログラム初日

【植木】
陸上（前期）

【植木】
サッカー

期　日

4/4～4/25 5/2～6/27

（日曜日）全4回 （日曜日）全10回

場　所 吉松小学校 吉松小学校

説明会

【水俣】
バドミントン

2/28～12/19 10：00～12：00

【小国】
ボッチャ

200円/回
原則会場費なし

定　員 10名 10名

3/20（土）

八代ブランチ
糸山　幸子　宛

3/28（日）
10：00～11：00

太田郷コミュニ
ティセンター

【熊本】
ユニファイドバスケット

3/14, 3/21 10：00～11：30

糸山　幸子

プログラム初日

〒866-0825
八代市井上町159-

1

松本　朗

深川体育館

4/18～

熊本市立体育館

会場

LTBボウル水前寺

時　間 9：30～11：30 9：30～11：30

10：00～12：00

【小国】
フロアホッケー

4/18～

【熊本】
卓球

【熊本】
ボウリング

【ブランチ】種目

3/7～4/25 18：00～20：00

10：00～12：00

〒861-0104
熊本市北区植木町
今藤293

〒861-0104
熊本市北区植木町今
藤293

096-272-4505 096-272-4505

チーフコーチ 梅田　秀一 永井　崇雄

2/27～3/27 19：00～21：00

期間 時間

3/7～4/25 10：00～12：00 パークドーム周辺

3/7～4/25 8：30～9：30
下硯川サンバレー

ゴルフプラザ

【熊本】
陸上

【熊本】
ゴルフ

【熊本】
SOボッチャ

龍田の森体育館

3/7～ 9：30～11：30

小国支援学校体育
館

小国支援学校体育
館

【水　俣】
競泳

3/28～11/28

（日曜日）全8回

水俣市総合体育館
温水プール

10：00～12：00

10名

200円/回+1,000円

3/28（日）9：00～

水俣市総合体育館

3/27（土）

水俣ブランチ
事務局　宛

〒 867-0011

水俣市陣内2-15-10

松本　麻紀子

なし

4



５

ご卒業 おめでとうございます！

今年はコロナ禍の中いろいろな規制はあっても、卒業式は無事に開催することができたようです。
ご卒業を迎えられたアスリートの皆さん、本当におめでとうございます。
学校生活はいかがだったでしょうか？たくさんの楽しいことが、皆さんの想い出箱の中に入ってますか？

お世話になった先生方、一緒に過ごした素晴らしい仲間たち・・それらの思い出を大切にして下さい。
社会に出てから、なによりの糧となるでしょう。
保護者の皆さまには、心よりお慶び申し上げます。これからもSOの活動へのご支援ご協力をお願いします。

SON・熊本理事・コーチ一同

【 アスリートから・・今年の目標 】
熊本ブランチ 杉本真一

2020年度のコロナ自粛中、昨年3月から何か月間
か仕事帰りにマスクを着用しながらウォーキング
をして、5、6kgぐらい痩せました。
本年度にやりたいことは、図書館などで開催され
る、ルールをご理解頂ければどなたでも参加でき
る「知的書評合戦ビブリオバトル
（公式HP→http://www.bibliobattle.jp/ ）」のバト
ラーとして出場し、スペシャルオリンピックスに
関する本を紹介することです。出場した際には開
催日、開催地、紹介した本、そしてバトルの結果
などといった感想を後日「らぽーる」の次号、5
月・6月号以降にて報告する予定です。
そして、今年こそは積極的にスポーツ活動ができ
ればいいなと思っています。
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２０歳になりました！
～成人式～

開田康太（ひらきだこうた）
「荒尾ブランチ」
昨年はスペシャルのテニスが

なかったので寂しかったです。早く
みんなと一緒に練習がしたいです。「わがんせ」で毎
日元気に仕事をがんばっています。（康太）

大きなけがや病気もなく二十歳を迎えることができま
した。心配なこともありますが、
これからも笑顔で元気に過ごしていってほしいです。

（父、母）

熊本県立
菊池支援学校卒業

学校頑張りました！
4月からパン作りがんばり
ます。スペシャルも、頑張
っていきます。
植木ブランチ：永田美咲さん）

卒業おめでとう。12年間 勉強に、スポーツ
頑張りましたね。4月からお仕事頑張ってくださ
い。これからも トレードマークの笑顔でみん
なを楽しませてください。スペシャルオリン
ピックスの活躍も、期待していますよ。

がんばれ 美咲‼️ (父)

球磨支援学校卒業
たくさん友だちができて楽し
かったです。4月からは熊本市
内のグループホームで暮らし
ます。SOゴルフで世界大会に
行けるよう頑張ります。
(人吉ブランチ：有馬駿之介）

卒業おめでとう。色んなことを楽しみながら挑戦
する姿は素晴らしく、とても誇りに思っています。
親元離れての生活に、私の方がドキドキしていま
すが、さらなる成長を見せてくれると信じていま
す。週末は、SOを楽しもうね。 （母）

熊本大学教育学部附属
特別支援学校高等部卒業

4月から仕事とSOに頑張ります！
(熊本ブランチ：開 雅偉さん)

楽しい学生生活が終わり、
いよいよ社会人となります。
いろんな事があるとは思うけど、
持ち前の明るさで乗りきってくれば、
と願うばかりです。

頑張れ!!                     (母)                                                

オハイエくまもと ♪♪♪
とっておきの音楽祭が、
3月21日（日）に開催されます。
SOのアスリートもたくさん出演
します。多くの方にライブ発信を
ご覧頂きますようご案内します。
詳しくはHPをご覧ください。

第4回世界ダウン症day
In くまもとが開催されます。
SNS動画配信3/14日～3/28日
＊3/21世界ダウン症の日＊



「令和３年度SON・熊本 物品販売実行委員会」始動！！
令和３年度第１回「物品販売実行委員会」を３月１日（月）、ファミリー、事務局員９名で開催しました。

物品販売はチャリティーバザーに変わる取り組みとして２年前より始まり、今回で4回目です。
次回のらぽーるにチラシと注文書を同封する予定です。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

また、お知り合いの団体や企業などをご紹介いただければ幸いです。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
検索

スペシャルオリンピックス日本・熊本

「らぽーる」をWEBでご覧いただけます。

認定特定非営利活動法人
スペシャルオリンピックス日本・熊本
〒860-0001

熊本市中央区千葉城町5-50 熊本ﾒﾃﾞｨｱﾋﾞﾙ4F
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３月の行事予定

20日（日） 第一回リーダー会議

2７日・28日
全国事務局長及びSP委員長
zoom会議

☆各委員会 ※スポーツプログラム

４月の行事予定

☆SP委員会 ＊ファミリー委員会etc

事務局だより

2021年度入会・会員継続ありがとうございます（2021年1/1～2/28受付分 敬称略 順不同）
【個人会員】中田啓之 飯嶋一郎 飯嶋千鶴 北本恵美子 布田昭 後藤和男 本田禎治 山内正和 山内るみ
馬場朋子 園田照代 杉本真一 西郡隆信 坂本公 右田哲治 大塚昭彦 潮谷義子 延岡研一 丸本文紀
林田素行 森千代子 田村惠子 淵上廣子 牧野智子 竹屋純子 山長やすゑ 村上和子 藤本昌信 緒方夏子
原幸代子 藤岡祐一 山浦幸一 松本朗 緒方義和 栗秋淳子 田畑公子 田中由委子 井澤厚子 園田健治
田上聖 橋本三吉 小﨑光男 伊藤将大 吉田祐一 吉田裕子 宮嶋輝美 赤星一郎 天本重幸 村上重徳
萩嶺淨円 山内靖子 柿本英行 徳永由香 風間悠子 出田孝一 松尾和子 宮﨑雅代 宮中由紀子 吉尾覚史
広田幸信 大木京子 中村勝子 岡部美知子 中原愛子 小川薫 井上誠一 樋口ふみ子 西村芳子 小西盛夫
小西ツギ子 菊池健吾 高木健次 江﨑勇 森田淳一 備後由喜江 工藤恒 工藤美喜子 小川弘子 北野美津代
平山峰子 馬場啓輔 釣谷智美 井野常雄 岡部江利 今村智子 田尻富子 前田耕一 宮村純子 宮﨑進一
津川さやか 本田香織 内藤邦子 矢田博明 川上愛子 小宮昭太 木村奈保美 松尾興和 松野治子 西村順子
河田博子 緒方初美 那須二郎 那須五恵 大宅清美 浦中公明 浦中由美子 髙島徳子 眞鍋和代 中道通子
上村千代子 上村敏継 早川和代 山野秀勝 緒方裕次郎 浦上郁子 岡﨑智幸 村上和代 武田秀美 山田隆
稲葉真須美 松村千津代 谷脇則子 藤本猪智郎 山本博子 荒木常人 井元耕平 紫垣長保 紫垣セツ子
安楽貴子 川畑健二
【団体会員】第二つつじヶ丘学園 特別養護老人ホームビハーラまどか 社会福祉法人愛火の会 株式会社熊本放
送 九州電力株式会社
【個人賛助】中田匡哉 竹本尚代 宮本はるの 飯嶋輪 北本藍人 後藤崇志 大嶋和博 大塚雄子 溝口啓子
山内航太朗 西郡隆雄 酒井健二 芝田猛 右田邦子 大塚加代子 井芹さゆり 久米野安俊 荒木はる子
森勇樹 森響也 田中由美子 淵上真吾 角田恵美 牧野安佐子 山長誠 山長奨 山長由佳 村上直子
藤本和也 緒方美央 緒方咲佳 梅田秀一 梅田友子 池田景子 矢澤幸乃 井上勝世 立尾慎士 金井正俊
藤岡祐機 山浦大樹 井上リュウ 島卓郎 栗秋範子 栗秋一彦 田畑周平 髙田浩子 田中礼士 窪島武志
窪島利行 橋本洋悟 迫みゆき 藤田道子 吉田彩 中島弓恵 宮嶋彩花 赤星遼太郎 村上雄一朗 山内隆史
風間一朗 徳永凱斗 松尾幸和 宮中珠江 大木啓司 大木眞一 岡部勇樹 中原由貴 樋口秀樹 西村豊和
菊池朋昭 江﨑富惠 森田浩二郎 白本伊吹 小川雄大 平山めぐみ 釣谷勇太 井野陽介 岡部壮汰 田尻久富
宮﨑セツ 植田大仁 植田幸仁 津川ミズ子 村山恵 菊池佳奈 和田幸弘 和田裕 木村拓哉 松野幸生
河田晃希 緒方愛 那須響 大宅杏佳 浦中賢 山口暁子 眞鍋光 中道征太 早川典子 山野紗弥 緒方裕樹
古田壤 上村かおり 髙島祐一郎 西村有加里 浦上佳乃 白瀬貴美子 村上和康 工藤利博 武田匠平
山田和未 稲葉友紀 松村真人 山本彗太 中島裕一郎 工藤樹 紫垣千代子 安楽晶之
【団体賛助】医療法人社団牧野皮膚科医院 社会福祉法人愛火の会 株式会社熊本放送
【コカ・コーラ自動販売機売り上げ寄付】鶴屋百貨店 公立大学法人熊本県立大学
社会医療法人社団高野会 大腸肛門病センター高野病院 桜の馬場城彩苑 有限会社清和自動車 熊本保健科学大学
【ご寄付】ありがとうございます（敬称略）
大腸肛門病センター高野病院 真和高等学校3年6組 ニッポン工業株式会社 株式会社三菱UFJ銀行
大嶋和博 西郡隆信 潮谷義子 大石純子 林田素行 竹屋純子 村上和子 田島功一朗 藤岡祐一 中満いく子
迫みゆき 村上重徳 剱光道 高野瑞代 今村智子 松尾和子 水町真理子 中原公治 高木健次
宮村純子 緒方初美 古田壤 工藤美喜子

事務局で登録などのボランティアを募集していま
す！ よろしくお願いします。
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Dressage！ 
（Dressage とはフランス語で『馬場馬術』という意味です） 

 新しく馬術（ブリティッシュ）プログラムを始めます。 

どんな競技なの？馬ってどんな動物？安全なの？ 

そばで馬を見たことも触ったこともないアスリートから、乗馬経験者、 

National Games、 World Games、競技会を目指すアスリートまで、 

さあ、一緒に生涯スポーツの乗馬を楽しみましょう♪ 

☆ 意思を持って動く生き物と共に競技するという特殊なスポーツです。一人で騎乗することになります。

ファミリー、コーチ希望の方も、是非、体験乗馬してみてください。 

☆ 活動保険（スポーツ傷害保険）には必ず加入のこと。（SON 熊本事務局へ申し込み） 

☆ 体験会も、アスリート、ファミリー、コーチもプログラム参加対策規定に準じます。         

日  時 / 完全予約制となりますので、希望日を馬場までご連絡ください。 

土・日曜午後２時頃からを予定しています。馬の空き状況等により変わります。火曜は休馬日ですが平日でも可能な場

合があります。まずはご希望の日時をご連絡ください。プログラム開始後も、随時、体験を受け付ける予定です。 

会  場 / ライディングパークHAW（合志市福原４３０－１） 

定  員 / １時間３人程度で、15分～20分ぐらいで交替しての騎乗となります。 

参 加 費 / 一人３000円 

内  容 / アスリート、ファミリーの希望により、レベルの対応をします。               

服 装 等 / 長袖の上衣、長ズボン（膝、股関節が自由に動くもの）、手袋、踵のある靴・運動靴等 

（ブーツの場合は内側に金具のないもの）、手袋、ヘルメット（持っている方は持参） 

 

 

騎乗者氏名（ふりがな） 年 齢 乗馬経験 活動保険加入日 

  歳 有・無 令和 3 年  月  日 

  歳 有・無 令和 3 年  月  日 

  歳 有・無 令和 3 年  月  日 

連絡先： 希望日時：第 1 希望        第 2 希望      

【申 込 先】 馬術体験参加希望の人は以下の項目を Fax：096－366－1665 又は、Mail：tomokobaba@hotmail.com 

馬場携帯：090－2850－7795 まで連絡してください。 

【申込内容】①氏名・ふりがな ②年齢 ③連絡先 ④活動保険加入日 ⑤乗馬経験の有無 ⑥日時調整の為 2 つぐらい記入 

馬術（ブリティッシュ）体験会参加申込書 

mailto:tomokobaba@hotmail.com


主催 チャリティ-茶会実行委員会

お茶券のお申込先

認定特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本･熊本事務局

熊本市中央区千葉城町5-50 熊本メディアビル4F

TEL 096-288-2781 FAX 096-288-2782

認定特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・熊本（SON・熊本）支援

お願い：ご来場の際は駐車場が少ないので公共交通機関をご利用ください

【 展 示 即 売 コーナー】
作業所や施設で作った素晴らしい作品を販売します。
ぜひお立ち寄りください。

風薫る五月、本年もチャリティー茶会を開催することになりました。
当日は、SON・熊本のアスリートの皆さんが着物姿でおもてなしを致します。
なお、収益はスペシャルオリンピックス日本・熊本に寄付し、活動資金に役立てていただきます。
泰勝寺跡のお庭の新緑と、お茶の香りをお楽しみください。
皆様のお越しを、心よりお待ちしております。

日 時 令和３年 ５月 ９日 (日) 

午前１０時～１５時
(受付は14時迄にお願いします)

場 所 泰勝寺跡 熊本市中央区黒髪町4-610

会 費 １,０００ 円 (抹茶席・煎茶席)

～～スペシャルオリンピックス(ＳＯ)とは～～

知的障がいのあるアスリートに、年間を通じてスポーツのトレーニングと
その発表の場である競技会を提供する国際的なボランティア活動です。
参加者全員が共に楽しみ、支えあい、活動を通して相互理解を深めながら、
優しい社会の実現を目指しています。
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